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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダウンリンク制御信号を伝送する方法であって、
　基地局によって１つ以上の無線フレームを生成することと、
　前記基地局によって前記１つ以上の無線フレームを送ることと
　を有し、
　前記１つ以上の無線フレームは、複数のブロック及び複数のダウンリンク制御信号を有
し、前記複数のブロックの各ブロックは、物理ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）
及び各々の同期信号を運び、前記複数のブロックのブロックごとに、各々のブロックで運
ばれる各々の同期信号は、前記複数のダウンリンク制御信号のうちのダウンリンク制御信
号と周波数分割様式で配置され、ブロックごとに、各々のブロックの各々の同期信号及び
各々のブロックの各々の同期信号と前記周波数分割様式で配置されるダウンリンク制御信
号は、前記基地局の同じビームを使用することによって送られ、前記複数のブロックのう
ちの少なくとも２つのブロックは、異なるビームを使用することによって送られ、前記少
なくとも２つのブロックの同期信号と前記周波数分割様式で配置される前記複数のダウン
リンク制御信号のうちの少なくとも２つのダウンリンク制御信号は、異なるビームを使用
することによって送られ、
　前記複数のブロックの各ブロックで運ばれる各々の同期信号は、プライマリ同期信号（
ＰＳＳ）及びセカンダリ同期信号（ＳＳＳ）を有し、
　前記ＰＳＳ、前記ＳＳＳ、及び前記ＰＢＣＨは、時分割で配置される、
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　方法。
【請求項２】
　前記少なくとも２つのブロックは、異なるビーム番号を運ぶか、あるいは、前記少なく
とも２つのブロックは、ビーム番号を示すために使用される異なるリファレンス信号シー
ケンスを運ぶか、あるいは、前記少なくとも２つのブロックは、ビーム番号を示すために
使用される異なるリファレンス信号リソース番号を運ぶ、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数のブロックのブロックごとに、各々のブロックで運ばれる各々の同期信号及び
各々のブロックで運ばれる各々の同期信号と前記周波数分割様式で配置される各々のダウ
ンリンク制御信号は、同じ直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）シンボルによって運ばれる
、
　請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　各ブロックは、１つのＰＳＳ及び／又は１つのＳＳＳを有する、
　請求項１乃至３のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数のダウンリンク制御信号の夫々は、夫々、ランダム・アクセス・レスポンス信
号、リソース割り当て情報信号、ページング情報信号、又は制御フォーマット指示信号で
ある、
　請求項１乃至４のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記複数のダウンリンク制御信号の夫々は、夫々、物理ダウンリンク制御チャネル（Ｐ
ＤＣＣＨ）、又は物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）によって運ばれる、
　請求項１乃至５のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも２つのブロックは、時間において連続的であり、前記１つ以上の無線フ
レームの１つ以上のサブフレームに位置する、
　請求項１乃至６のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　通信装置であって
　１つ以上の無線フレームを生成するよう構成される生成モジュールと、
　前記１つ以上の無線フレームを送るよう構成される送信モジュールと
　を有し、
　前記１つ以上の無線フレームは、複数のブロック及び複数のダウンリンク制御信号を有
し、前記複数のブロックの各ブロックは、物理ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）
及び各々の同期信号を運び、前記複数のブロックのブロックごとに、各々のブロックで運
ばれる各々の同期信号は、前記複数のダウンリンク制御信号のうちのダウンリンク制御信
号と周波数分割様式で配置され、各々のブロックの各々の同期信号及び各々のブロックの
各々の同期信号と前記周波数分割様式で配置されるダウンリンク制御チャネルは、当該通
信装置の同じビームを使用することによって送られ、前記複数のブロックのうちの少なく
とも２つのブロックは、異なるビームを使用することによって送られ、前記少なくとも２
つのブロックの同期信号と前記周波数分割様式で配置される前記複数のダウンリンク制御
信号のうちの少なくとも２つのダウンリンク制御信号は、異なるビームを使用することに
よって送られ、
　前記複数のブロックの各ブロックで運ばれる各々の同期信号は、プライマリ同期信号（
ＰＳＳ）及びセカンダリ同期信号（ＳＳＳ）を有し、
　前記ＰＳＳ、前記ＳＳＳ、及び前記ＰＢＣＨは、時分割で配置される、
　通信装置。
【請求項９】
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　前記少なくとも２つのブロックは、異なるビーム番号を運ぶか、あるいは、前記少なく
とも２つのブロックは、ビーム番号を示すために使用される異なるリファレンス信号シー
ケンスを運ぶか、あるいは、前記少なくとも２つのブロックは、ビーム番号を示すために
使用される異なるリファレンス信号リソース番号を運ぶ、
　請求項８に記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記複数のブロックのブロックごとに、各々のブロックで運ばれる各々の同期信号及び
各々のブロックで運ばれる各々の同期信号と前記周波数分割様式で配置される各々のダウ
ンリンク制御信号は、同じ直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）シンボルによって運ばれる
、
　請求項８又は９に記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記複数のダウンリンク制御信号の夫々は、夫々、ランダム・アクセス・レスポンス信
号、リソース割り当て情報信号、ページング情報信号、又は制御フォーマット指示信号で
あり、
　前記複数のダウンリンク制御信号の夫々は、夫々、物理ダウンリンク制御チャネル（Ｐ
ＤＣＣＨ）、又は物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）によって運ばれる、
　請求項８乃至１０のうちいずれか一項に記載の通信装置。
【請求項１２】
　ダウンリンク制御信号を伝送する方法であって、
　端末デバイスによって１つ以上のシンボルを受信することであり、該１つ以上のシンボ
ルは、基地局からのダウンリンク制御信号及びブロックを含み、該ブロックは、物理ブロ
ードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）及び同期信号を運び、前記ダウンリンク制御信号は
、前記基地局の複数のダウンリンク・ビームに含まれるダウンリンク・ビームに対応する
同じビームを用いて受信され、前記同期信号及び前記ダウンリンク制御信号は周波数分割
様式で配置される、前記受信することと、
　前記端末デバイスによって、前記１つ以上のシンボルの特定のリソース要素位置におい
て前記ダウンリンク制御信号を検出することと
　を有し、
　前記同期信号は、プライマリ同期信号（ＰＳＳ）及びセカンダリ同期信号（ＳＳＳ）を
有し、
　前記ＰＳＳ、前記ＳＳＳ、及び前記ＰＢＣＨは、時分割で配置される、方法。
【請求項１３】
　前記同期信号及び前記ダウンリンク制御信号は、同じ直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ
）シンボルによって運ばれる、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ダウンリンク制御信号は、ランダム・アクセス・レスポンス信号、リソース割り当
て情報信号、ページング情報信号、又は制御フォーマット指示信号である、
　請求項１２又は１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ダウンリンク制御信号は、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）、又は物
理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）によって運ばれる、
　請求項１２乃至１４のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　通信装置であって、
　１つ以上のシンボルを受信するよう構成される受信モジュールであり、該１つ以上のシ
ンボルは、基地局からのダウンリンク制御信号及びブロックを含み、該ブロックは、物理
ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）及び同期信号を運び、前記ダウンリンク制御信
号は、前記基地局の複数のダウンリンク・ビームに含まれるダウンリンク・ビームに対応
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する同じビームを用いて受信され、前記同期信号及び前記ダウンリンク制御信号は、周波
数分割様式で配置される、前記受信モジュールと、
　前記１つ以上のシンボルの特定のリソース要素位置において前記ダウンリンク制御信号
を検出するよう構成される検出モジュールと
　を有し、
　前記同期信号は、プライマリ同期信号（ＰＳＳ）及びセカンダリ同期信号（ＳＳＳ）を
有し、
　前記ＰＳＳ、前記ＳＳＳ、及び前記ＰＢＣＨは、時分割で配置される、通信装置。
【請求項１７】
　前記ダウンリンク制御信号は、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）、又は物
理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）によって運ばれる、
　請求項１６に記載の通信装置。
【請求項１８】
　前記同期信号及び前記ダウンリンク制御信号は、同じ直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ
）シンボルによって運ばれる、
　請求項１６又は１７に記載の通信装置。
【請求項１９】
　前記ダウンリンク制御信号は、ランダム・アクセス・レスポンス信号、リソース割り当
て情報信号、ページング情報信号、又は制御フォーマット指示信号である、
　請求項１６乃至１８のうちいずれか一項に記載の通信装置。
【請求項２０】
　命令を有し、該命令がコンピュータで実行される場合に、該コンピュータが、請求項１
乃至７のうちいずれか一項に記載の方法、又は請求項１２乃至１５のうちいずれか一項に
記載の方法を実行する、
　コンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ワイヤレス通信の分野に、より具体的には、ダウンリンク制御信号を伝送す
る方法、及び装置に関係がある。
【背景技術】
【０００２】
　大容量かつ高速の伝送に対するモバイル通信システムの要求を満たすために、６ＧＨｚ
よりも高い高周波帯域が、高周波帯域の高帯域幅及び高速伝送機能を利用する通信のため
に導入されており、これは、５Ｇ通信システムの一般的な研究技術の１つである。高周波
通信の高い経路損失に起因して、ナロー・ビームが、伝播距離及び高いビーム利得を確保
するために使用される必要がある。しかし、ナロー・ビームのカバレッジ・エリアは限ら
れている。通信品質を確保するよう、ナロー・ビーム・アライメントが、高周波基地局と
端末デバイスとの間で行われる必要がある。これは、ブロードキャスト・チャネル、制御
チャネル、同期チャネル、及びランダム・アクセス・チャネルのようなチャネルの設計に
難題をもたらす。既存のセルラー・モバイル通信システムでは、前述のチャネルは、無指
向性アンテナを使用することによって送信及び受信される。いずれかの場所にある端末は
、基地局によって送られた前述のチャネルに関する情報を受信し得る。しかし、高周波通
信では、ナロー・ビームが指向性ビームとして使用されるので、既存のモバイル通信シス
テムにおける全指向性カバレッジ効果が達成される必要がある場合には、送信エンド及び
受信エンドでの全ての指向性ビームの組み合わせがトラバースされる必要がある。送信エ
ンド及び受信エンドが両方とも指向性ビームを使用する場合には、大量のビーム組み合わ
せが存在する。例えば、送信エンド及び受信エンドが夫々４つの指向性ビームを使用する
場合には、全部で１６の指向性ビーム組み合わせが生成され、高周波システムのオーバヘ
ッドの急増を引き起こす。その上、基地局は、対応するビーム・リソース情報を端末デバ
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イスに知らせるよう別々にシグナリングを送る必要があり、それによってシステム・オー
バヘッドを増大させる。
【発明の概要】
【０００３】
　本発明は、システム・オーバヘッドを減らすよう、ダウンリンク制御信号を伝送する方
法、及び装置を提供する。
【０００４】
　１つの態様に従って、ダウンリンク制御信号を伝送する方法であって、
　基地局によって前記１つ以上の無線フレームを送ることを含み、該１つ以上の無線フレ
ームは、同期信号を運ぶ複数のＯＦＤＭ（orthogonal　frequency　division　multiplex
ing，直交周波数分割多重化）シンボルを含み、同期信号を運ぶ各ＯＦＤＭシンボルは、
前記基地局の１つ以上のダウンリンク・ビームを使用することによって送られ、前記同期
信号を運ぶ前記ＯＦＤＭシンボルは、ダウンリンク制御信号を更に運ぶ、
　方法が開示される。
【０００５】
　当該方法の前に、次のもの：前記基地局によって前記１つ以上の無線フレームを生成す
ること、が含まれる。
【０００６】
　他の態様に従って、ダウンリンク制御信号を伝送する方法であって、
　基地局によって端末デバイスとのビーム・アライメント及びダウンリンク同期を完了す
ることと、
　前記基地局によって、前記端末デバイスとアライメントされたダウンリンク・ビームを
使用することによってダウンリンク制御信号を前記端末デバイスへ送ることとを含み、
　前記ダウンリンク制御信号は、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルに置かれる、
　方法が開示される。
【０００７】
　前述の２つの態様では、ダウンリンク制御信号を伝送する方法が、基地局側から記載さ
れている。
【０００８】
　更なる他の態様に従って、ダウンリンク制御信号を伝送する方法であって、
　端末デバイスとアライメントされたダウンリンク・ビームを使用することによって基地
局によって送られ同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルを前記端末デバイスによって受け、前
記同期信号を運ぶ前記ＯＦＤＭシンボルはダウンリンク制御信号を更に運ぶ、ことと、
　前記端末デバイスによって、前記同期信号を運ぶ前記ＯＦＤＭシンボルの特定のリソー
ス要素位置において前記ダウンリンク制御信号を検出することとを含む
　方法が開示される。
【０００９】
　然るに、前述の方法に基づき、装置が更に提供される。
【００１０】
　基地局であって、
　１つ以上の無線フレームを生成するよう構成される生成モジュールと、
　前記１つ以上の無線フレームを送るよう構成される送信モジュールとを含み、
　前記１つ以上の無線フレームは、同期信号を運ぶ複数のＯＦＤＭシンボルを含み、同期
信号を運ぶ各ＯＦＤＭシンボルは、当該基地局の１つ以上のダウンリンク・ビームを使用
することによって送られ、前記同期信号を運ぶ前記ＯＦＤＭシンボルは、ダウンリンク制
御信号を更に運ぶ、
　基地局が提供される。
【００１１】
　基地局であって、
　端末デバイスとのビーム・アライメント及びダウンリンク同期を完了するよう構成され
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るビーム走査モジュールと、
　前記端末デバイスとアライメントされたダウンリンク・ビームを使用することによって
ダウンリンク制御信号を前記端末デバイスへ送るよう構成される送信モジュールとを含み
、
　前記ダウンリンク制御信号は、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルに置かれる、
　基地局が提供される。
【００１２】
　端末デバイスであって、
　当該端末デバイスとアライメントされたダウンリンク・ビームを使用することによって
基地局によって送られ同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルを受けるよう構成される受信モジ
ュールであり、前記同期信号を運ぶ前記ＯＦＤＭシンボルはダウンリンク制御信号を更に
運ぶ、前記受信モジュールと、
　前記同期信号を運ぶ前記ＯＦＤＭシンボルの特定のリソース要素位置において前記ダウ
ンリンク制御信号を検出するよう構成される検出モジュールとを含む
　端末デバイスが提供される。
【００１３】
　前述の態様では、ダウンリンク制御信号を伝送する方法は、端末デバイス側から記載さ
れている。
【００１４】
　前述の態様を参照して、当該方法の前に、次のもの：前記端末デバイスによって、前記
基地局によって送られた同期信号を検出し、該同期信号が属するビームのビームＩＤを全
基地局に報告すること、が含まれる。
【００１５】
　前述の態様を参照して、前記同期信号を運ぶ前記複数のＯＦＤＭシンボルのダウンリン
ク・ビームにおいて、前記基地局の各送信ビームはトラバースされる。
【００１６】
　前述の態様を参照して、少なくとも２つのＯＦＤＭシンボルは、異なるビームを使用す
ることによって送られる。
【００１７】
　前記少なくとも２つのＯＦＤＭシンボルは、異なるビーム番号を運ぶか、あるいは、前
記少なくとも２つのＯＦＤＭシンボルは、ビーム番号を示すために使用される異なるリフ
ァレンス信号シーケンスを運ぶか、あるいは、前記少なくとも２つのＯＦＤＭシンボルは
、ビーム番号を示すために使用される異なるリファレンス信号リソース番号を運ぶ。
【００１８】
　前述の態様を参照して、前記ダウンリンク制御信号は、ランダム・アクセス・レスポン
ス、ページング情報、又は制御フォーマット指示であるか、あるいは、他のタイプのダウ
ンリンク制御信号であってもよい。
【００１９】
　前述の態様を参照して、前記ダウンリンク制御信号は、ＰＤＣＣＨ（physical　downli
nk　control　channel，物理ダウンリンク制御チャネル）、ＰＣＦＩＣＨ（physical　co
ntrol　format　indicator　channel，物理制御フォーマット指示チャネル）、又はＰＤ
ＳＣＨ（Physical　Downlink　Shared　Channel，物理ダウンリンク共有チャネル）によ
って運ばれる。具体的に言うと、前記端末デバイスとアライメントされたダウンリンク・
ビームを使用することによって前記基地局によって送られ前記同期信号を運ぶ前記ＯＦＤ
Ｍは、次のもの：ＰＤＣＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、又はＰＤＳＣＨリソースのうちの少なくと
も１つを更に運ぶ。
【００２０】
　前述の態様を参照して、前記ページング情報は、前記端末デバイスのためのページング
・メッセージのリソース情報及び無線ネットワーク一時識別子を含むページング・オケー
ジョンＰＯ（paging　occasion）である。
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【００２１】
　前述の態様を参照して、前記制御フォーマット指示は、前記ビームの方向におけるＰＤ
ＣＣＨリソース割り当てを示すために使用される。
【００２２】
　前述の態様を参照して、前記同期信号を運ぶ前記複数のＯＦＤＭシンボルは、前記無線
フレームの１つ以上のサブフレームに位置する。
【００２３】
　前述の態様を参照して、前記ダウンリンク制御信号は、前記ＯＦＤＭシンボルの特定の
リソース要素ＲＥ（Resource　Element）を占有する。
【００２４】
　前述の態様を参照して、前記ダウンリンク制御信号は、ブラインド検出を簡単化しかつ
前記端末デバイスの電力消費を減らすよう、前記端末デバイスとアライメントされた前記
ダウンリンク・ビームを使用することによって前記基地局によって送られる。
【００２５】
　前述の態様を参照して、前記同期信号を運ぶ前記ＯＦＤＭシンボルは、前記端末デバイ
スとアライメントされた前記ダウンリンク・ビームを使用することによって前記基地局に
よって送られる。
【００２６】
　更なる他の態様に従って、ＰＤＣＣＨリソースを伝送する方法であって、
　基地局によって、端末デバイスによって送られたＰＤＣＣＨリソース要求メッセージを
受けることと、
　前記基地局によって、前記端末デバイスに割り当てられているＰＤＣＣＨリソースを、
前記端末デバイスとアライメントされたダウンリンク・ビームを使用することによって前
記端末デバイスへ送ることとを含み、
　前記ＰＤＣＣＨリソースは、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルに位置する、
　方法が開示される。
【００２７】
　また更なる他の態様に従って、ＰＤＣＣＨリソースを伝送する方法であって、
　端末デバイスによって、ＰＤＣＣＨリソース要求メッセージを基地局へ送ることと、
　前記端末デバイスによって、該端末デバイスとアライメントされたダウンリンク・ビー
ムを使用することによって前記基地局によって送られるＰＤＣＣＨリソースを受けること
とを含み、
　前記ＰＤＣＣＨリソースは、前記基地局によって割り当てられ、同期信号を運ぶＯＦＤ
Ｍシンボルに位置する、
　方法が開示される。
【００２８】
　その上、前述の方法に基づき、装置が更に提供される。
【００２９】
　基地局であって、
　端末デバイスによって送られたＰＤＣＣＨリソース要求メッセージを受けるよう構成さ
れる受信モジュールと、
　前記端末デバイスに割り当てられているＰＤＣＣＨリソースを、前記端末デバイスとア
ライメントされたダウンリンク・ビームを使用することによって前記端末デバイスへ送る
よう構成される割り当てモジュールとを含み、
　前記ＰＤＣＣＨリソースは、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルに位置する、
　基地局が提供される。
【００３０】
　端末デバイスであって、
　ＰＤＣＣＨリソース要求メッセージを基地局へ送るよう構成される送信モジュールと、
　当該端末デバイスとアライメントされたダウンリンク・ビームを使用することによって
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前記基地局によって送られるＰＤＣＣＨリソースを受けるよう構成される受信モジュール
とを含み、
　前記ＰＤＣＣＨリソースは、前記基地局によって割り当てられ、同期信号を運ぶＯＦＤ
Ｍシンボルに位置する、
　端末デバイスが提供される。
【００３１】
　前述の２つの解決法は、スケジューリング様式におけるＰＤＣＣＨリソースの伝送を開
示し、基地局側及び端末デバイス側から別々に記載され、非スケジューリング様式におけ
る解決法に関連した特徴は全て、スケジューリング様式に適用され得る。
【００３２】
　前述の態様を参照して、ＰＤＣＣＨリソースは、ダウンリンク制御信号を運ぶために使
用される。
【００３３】
　前述の態様を参照して、前記ダウンリンク制御信号は、ランダム・アクセス・レスポン
ス、ページング情報又は制御フォーマット指示、ＨＡＲＱ（hybrid　automatic　repeat
　request，ハイブリッド自動再送要求）情報、電力制御コマンド、変調及び符号化スキ
ーム、などである。
【００３４】
　前述の態様を参照して、ＰＤＣＣＨリソース要求メッセージは、ＲＲＣシグナリングに
よって運ばれる。
【００３５】
　前述の態様を参照して、当該方法の前に、次のもの：前記基地局によってビーム走査及
び前記端末デバイスとのアライメントを完了すること、が更に含まれ、前記基地局は、前
記端末デバイスによって送られたビームＩＤを受け、前記端末デバイスとアライメントさ
れた前記ダウンリンク・ビームを決定する。
【００３６】
　前述の態様を参照して、当該方法の前に、次のもの：前記端末デバイスによって、前記
基地局によって送られた同期信号を検出し、該同期信号が属するビームのビームＩＤを前
記基地局に報告すること、が更に含まれる。
【００３７】
　前述の解決法では、同期信号及びダウンリンク制御信号は、同じＯＦＤＭシンボルに置
かれ、異なる周波数領域リソースを占有し、換言すれば、同期信号及びダウンリンク制御
信号は、周波数分割様式で配置される。他の解決法では、同期信号及びダウンリンク制御
信号は、時分割様式で配置されてもよく、異なる時間リソースを占有する。詳細は以下で
与えられる。
【００３８】
　更なる態様に従って、ダウンリンク制御信号を伝送する方法であって、
　基地局によって１つ以上の無線フレームを生成することと、
　前記基地局によって前記１つ以上の無線フレームを送ることと
　を含み、前記１つ以上の無線フレームは、複数のブロックを含み、各ブロックは、同期
信号及びダウンリンク制御信号を運び、前記同期信号及び前記ダウンリンク制御信号は、
時分割様式で配置され、各ブロックは、前記基地局の１つ以上のダウンリンク・ビームを
使用することによって送られ、少なくとも２つのブロックは、異なるビームを使用するこ
とによって送られる、
　方法が開示される。
【００３９】
　前記複数のブロックは、時間において連続的である少なくとも２つのブロックを含む。
【００４０】
　更なる別の態様に従って、ダウンリンク制御信号を伝送する方法であって、
　端末デバイスとアライメントされたダウンリンク・ビームを使用することによって基地
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局によって送られ同期信号及びダウンリンク制御信号を運ぶブロックを前記端末デバイス
によって受け、前記同期信号及び前記ダウンリンク制御信号は時分割様式で配置される、
ことと、
　前記端末デバイスによって、前記ブロックの特定のリソース要素位置において前記ダウ
ンリンク制御信号を検出することとを含む
　方法が開示される。
【００４１】
　本発明は、基地局側及び端末デバイス側から別々に上述されている。
【００４２】
　前述の方法に基づき、対応する装置が更に提供される。
【００４３】
　基地局であって、
　１つ以上の無線フレームを生成するよう構成される生成モジュールと、
　前記１つ以上の無線フレームを送るよう構成される送信モジュールと
　を含み、前記１つ以上の無線フレームは、複数のブロックを含み、各ブロックは、同期
信号及びダウンリンク制御信号を運び、前記同期信号及び前記ダウンリンク制御信号は、
時分割様式で配置され、各ブロックは、当該基地局の１つ以上のダウンリンク・ビームを
使用することによって送られ、少なくとも２つのブロックは、異なるビームを使用するこ
とによって送られる、
　基地局が提供される。
【００４４】
　前記複数のブロックは、時間において連続的である少なくとも２つのブロックを含む。
【００４５】
　端末デバイスであって、
　当該端末デバイスとアライメントされたダウンリンク・ビームを使用することによって
基地局によって送られ同期信号及びダウンリンク制御信号を運ぶブロックを受けるよう構
成される受信モジュールであり、前記同期信号及び前記ダウンリンク制御信号は時分割様
式で配置される、前記受信モジュールと、
　前記ブロックの特定のリソース要素位置において前記ダウンリンク制御信号を検出する
よう構成される検出モジュールとを含む
　端末デバイスが提供される。
【００４６】
　前述の態様を参照して、前記少なくとも２つのブロックは、異なるビーム番号を運ぶか
、あるいは、前記少なくとも２つのブロックは、ビーム番号を示すために使用される異な
るリファレンス信号シーケンスを運ぶか、あるいは、前記少なくとも２つのブロックは、
ビーム番号を示すために使用される異なるリファレンス信号リソース番号を運ぶ。
【００４７】
　前述の態様を参照して、前記同期信号及び前記ダウンリンク制御信号は、異なるＯＦＤ
Ｍシンボルによって運ばれる。
【００４８】
　前述の態様を参照して、前記同期信号は、ＰＳＳ及び／又はＳＳＳを含み、各ブロック
は、１つのＰＳＳ及び／又は１つのＳＳＳを含む。
【００４９】
　前述の態様を参照して、前記ダウンリンク制御信号は、ランダム・アクセス・レスポン
ス、ページング情報、又は制御フォーマット指示である。
【００５０】
　前述の態様を参照して、前記ダウンリンク制御信号は、ＰＤＣＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、又
はＰＤＳＣＨによって運ばれる。
【００５１】
　前述の態様を参照して、前記ダウンリンク制御信号は、ランダム・アクセス・レスポン
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ス、ページング情報、又は制御フォーマット指示である。
【００５２】
　前述の態様を参照して、前記ページング情報は、ページング・メッセージのリソース情
報及び無線ネットワーク一時識別子を含むページング・オケージョンＰＯである。
【００５３】
　前述の態様を参照して、前記制御フォーマット指示は、前記ビームの方向におけるＰＤ
ＣＣＨリソース割り当てを示すために使用される。
【００５４】
　前述の態様を参照して、前記複数のブロックは、前記無線フレームの１つ以上のサブフ
レームに位置する。
【００５５】
　前述の態様を参照して、前記ダウンリンク制御信号は、前記ブロック内の特定のリソー
ス要素を占有する。
【００５６】
　前述の態様を参照して、前記ダウンリンク制御信号を運ぶ前記ブロックは、前記端末デ
バイスとアライメントされたダウンリンク・ビームを使用することによって前記基地局に
よって送られて、ブラインド検出を更に簡単化する。
【００５７】
　その上、周波数分割様式でダウンリンク信号を送るための前述の方法の特徴は全て、時
分割様式に適用されてよく、２つの様式は、フレーム構造においてのみ異なる。
【００５８】
　本発明の前述の態様において、ダウンリンク制御信号は、同期信号を運ぶＯＦＤＭシン
ボルに置かれるか、あるいは、ダウンリンク制御信号は、同期信号を運ぶブロックに置か
れ、それによってシグナリング・オーバヘッドを低減する。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
　本発明の実施形態における技術的解決法をより明りょうに記載するよう、下記は、実施
形態を記載するために必要とされる添付の図面を簡単に紹介する。明らかに、以下の説明
にある添付の図面は、本発明のほんのいくつかの実施形態を示すにすぎず、当業者は、創
造的な努力なしでそれらの添付の図面から他の図面を導き出し得る。
 
【００６０】
【図１】本発明の実施形態に従って、ダウンリンク制御信号を運ぶ同期無線フレームのフ
レーム構造の概略図である。
【図２】本発明の他の実施形態に従って、ダウンリンク制御信号を運ぶ同期無線フレーム
のフレーム構造の概略図である。
【図３】本発明の実施形態に従って、ダウンリンク制御信号を伝送する方法のフローチャ
ートである。
【図４】本発明の他の実施形態に従って、ダウンリンク制御信号を伝送する方法のフロー
チャートである。
【図５】本発明の実施形態に従って、ダウンリンク制御信号を伝送する装置の概略図であ
る。
【図６】本発明の他の実施形態に従って、ダウンリンク制御信号を伝送する装置の概略図
である。
【図７】本発明の実施形態に従って、ダウンリンク制御信号を伝送する装置の概略図であ
る。
【図８】本発明の他の実施形態に従って、ダウンリンク制御信号を伝送する装置の概略図
である。
【図９】本発明の他の実施形態に従って、ダウンリンク制御信号を伝送する装置の概略図
である。
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【図１０】本発明の他の実施形態に従って、ダウンリンク制御信号を運ぶ同期無線フレー
ムのブロック構造の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００６１】
　本発明の実施形態は、様々な技術のワイヤレス・ネットワークで使用され得る。無線ア
クセス・ネットワークは、異なるシステムにおける異なるネットワーク要素を含んでよい
。例えば、ＬＴＥ（Long　Term　Evolution）及びＬＴＥ－Ａ（LTE　Advanced）において
、無線アクセス・ネットワークのネットワーク要素はｅＮＢ（eNodeB，進化型ノードＢ）
を含み、ＷＬＡＮ（wireless　local　area　network）／ＷｉＦｉにおけるネットワーク
要素はアクセスポイント（Access　Point，ＡＰ）などを含む。本発明の実施形態のそれ
らと同様の解決法は他のワイヤレス・ネットワークに適用され得るが、基地局システムに
おける関連モジュールは異なってもよい。これは本発明の実施形態において制限されない
。
【００６２】
　本発明の実施形態において、端末デバイスは、制限なしに、ユーザ機器（ＵＥ，User　
Equipment）、移動局（ＭＳ，Mobile　Station）、モバイル端末（Mobile　Terminal）、
携帯電話機（Mobile　Telephone）、ハンドセット（handset）、携帯機器（portable　eq
uipment）、などを含むことが理解されるべきである。ユーザ機器は、無線アクセス・ネ
ットワーク（ＲＡＮ，Radio　Access　Network）を通じて１つ以上のコア・ネットワーク
と通信し得る。例えば、ユーザ機器は、携帯電話機（“セルラー”電話とも呼ばれる。）
、又はワイヤレス通信機能を備えるコンピュータであってよい。ユーザ機器は、代替的に
、ポータブル、ポケットサイズ、手持ち式、コンピュータ内蔵、又は車載型モバイル装置
であってもよい。
【００６３】
　高周波通信プロセス中に、ナロー・ビームが、伝播距離及び高いビーム利得を確保する
ために使用される必要があり、そして、ビーム・アライメントが、通信品質を確保するた
めに実行される。従って、基地局と異なる端末デバイスとの間の伝送は、異なるビーム対
に対して行われる。ダウンリンク制御チャネル／信号を伝送するときに、基地局は、異な
る位置にある端末デバイスがカバーされることを確かにするよう全てのビーム方向をトラ
バースする必要がある。端末デバイスによってダウンリンク制御信号／チャネルを受信す
る一般的な方法は、ブラインド検出であり、端末デバイスは、それ自身のダウンリンク制
御信号／チャネルを、ダウンリンク制御チャネルの、プロトコルで指定されたリソース上
で検出する。ブラインド検出を簡単化するよう、基地局は、端末デバイスにダウンリンク
制御チャネルのビーム・スケジューリング順序を知らせ、それにより、端末デバイスは、
その対応するダウンリンク・ビームを知り、対応するダウンリンク・ビームにおいてしか
ブラインド検出を実行する必要がない。これはビーム検出を簡単化するが、シグナリング
・オーバヘッドを増大させる。本発明の実施形態は、ブラインド検出を簡単化するために
かつシグナリング・オーバヘッドを低減するために、ダウンリンク制御信号／チャネルを
伝送する方法を提案する。
【００６４】
　本発明のこの実施形態で提案される、ダウンリンク制御信号を伝送する方法は、
　基地局によって１つ以上の無線フレームを送ることを含み、前記１つ以上の無線フレー
ムは、同期信号を運ぶ複数のＯＦＤＭシンボルを含み、同期信号を運ぶ各ＯＦＤＭシンボ
ルは、前記基地局の１つ以上のダウンリンク・ビームを使用することによって送られ、前
記同期信号を運ぶ前記ＯＦＤＭシンボルは、ダウンリンク制御信号を更に運ぶ。
【００６５】
　少なくとも２つのＯＦＤＭシンボルは、異なるビームを使用することによって送られ、
同期信号を運ぶ複数のＯＦＤＭシンボルのダウンリンク・ビームにおいて、基地局の各送
信ビームはトラバースされてよい。
【００６６】
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　少なくとも２つのＯＦＤＭシンボルは、異なるビーム番号を運ぶか、あるいは、少なく
とも２つのＯＦＤＭシンボルは、ビーム番号を示すために使用される異なるリファレンス
信号シーケンスを運ぶか、あるいは、少なくとも２つのＯＦＤＭシンボルは、異なるビー
ム番号を示すために使用される異なるリファレンス信号リソース番号を運ぶ。
【００６７】
　端末デバイスは、基地局によって送られ同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルを受ける。同
期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルは、ダウンリンク制御信号を更に運ぶ。
【００６８】
　端末デバイスは、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルの特定のリソース要素位置において
ダウンリンク制御信号を検出する。
【００６９】
　上記は、基地局の視点から及び端末デバイスの視点からダウンリンク制御信号を伝送す
る方法について別々に記載する。
【００７０】
　実施形態において、ダウンリンク制御信号は、端末デバイスとアライメントされたダウ
ンリンク・ビームを使用することによって基地局によって送られる。例えば、端末デバイ
スとアライメントされたダウンリンク・ビームを使用することによって基地局によって送
られ同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルは、端末デバイスのためのダウンリンク制御信号を
更に運ぶ。
【００７１】
　前述の方法の実施形態では、高周波通信のために使用されるフレーム構造が提案され、
同期無線フレームと呼ばれ得る。例えば、無線フレームは複数のサブフレームを含んでよ
く、少なくとも１つのサブフレームはダウンリンク同期及びビーム走査のために使用され
、同期サブフレームと呼ばれ得る。同期サブフレームは複数のＯＦＤＭシンボルを含み、
各ＯＦＤＭシンボルは複数のリソース要素ＲＥ（resource　element）を含む。同期信号
はいくつかのＲＥ（ＯＦＤＭシンボルの一部又は全て）を占有し、各ＯＦＤＭシンボルは
、Ｎ個の異なるビーム（Ｎは１以上である。）を使用することによって送信されてよい。
換言すれば、基地局は、Ｎ個のアンテナ・ポートを使用することによってＮ個の異なるビ
ームを送信してよく、端末デバイスは、異なるアンテナ・ポートを使用することによって
、同じＯＦＤＭシンボルの異なるビームを区別し得る。異なるＯＦＤＭシンボルが、異な
る方向にあるビームを使用することによって送信されてもよく、同期信号を運ぶ全てのＯ
ＦＤＭシンボルにおいて、基地局の各送信ビームは、異なる位置にある端末デバイスが同
期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルを受信可能であることを確かにするよう、トラバースされ
てよい。走査によって基地局の特定のビームの同期信号を得る場合に、端末デバイスは、
端末デバイスとアライメントされている基地局のダウンリンク・ビームを決定してよく、
更には、基地局とアライメントされている端末デバイスのアップリンク・ビームも決定す
る。ビーム・アライメント及びダウンリンク同期は、基地局と端末デバイスとの間で完了
される。基地局は、異なる端末デバイスとのダウンリンク同期を実行するよう、無線フレ
ームを引き続き送る。
【００７２】
　図１に示される具体的な実施形態において、無線フレームの長さは１０ｍｓである。各
無線フレームは５０個のサブフレームを含み、その長さは同じであって、番号は順次に０
から４９である。サブフレーム０及びサブフレーム２５は、ダウンリンク同期及びビーム
走査のために使用され、同期サブフレームと呼ばれ得る。各サブフレームは１４個のＯＦ
ＤＭシンボルを含み、その番号は順次に０から１３である。各ＯＦＤＭシンボルは複数の
リソース要素ＲＥ（Resource　Element）を含む。例えば、ＯＦＤＭシンボルは１００個
のＲＥを含んでよく、いくつかのＲＥは、プライマリ同期信号ＰＳＳ（Primary　Synchro
nization　Signal）、セカンダリ同期信号ＳＳＳ（Secondary　Synchronization　Signal
）、及びＥＳＳ（Extended　Synchronization　Signal）を運ぶために使用される。例え
ば、各ＯＦＤＭシンボルの真ん中にある１８個のＲＥが、プライマリ同期信号ＰＳＳ、セ
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カンダリ同期信号ＳＳＳ、及びＥＳＳを運ぶために使用されてよい。加えて、残りの８２
個のＲＥの一部は、ＰＤＣＣＨ（Physical　Downlink　Control　Channel，物理ダウンリ
ンク制御チャネル）として使用されてよく、これは、ランダム・アクセス・レスポンス及
びページング情報のような何らかのダウンリンク制御信号を運ぶために使用される。残り
の８２個のＲＥの他の部分は、ＰＣＦＩＣＨ（physical　Control　Format　Indicator　
Channel，物理制御フォーマット指示チャネル）として使用されてよく、これは、例えば
、制御フォーマット指示ＣＦＩ（Control　Format　Indicator）のようなダウンリンク制
御信号を運ぶために使用される。ＲＥの更なる他の部分は、ＰＤＳＣＨ（Physical　Down
link　Shared　Channel，物理ダウンリンク共有チャネル）として使用されてよく、これ
は、例えば、ページング・オケージョンＰＯ（Paging　Occasion）のようなページング情
報を運ぶために使用される。夫々のタイプのダウンリンク制御信号は、固定位置でＲＥを
占有するよう設定されてよく、それにより、高周波基地局によって送られ同期信号を運ぶ
ＯＦＤＭシンボルを受信する場合に、端末デバイスは、対応するダウンリンク制御信号を
、対応する位置にあるＲＥから探し得る。
【００７３】
　図１に示されるフレーム構造は、たかが実施形態にすぎず、本発明は、前述のフレーム
構造に制限されない。
【００７４】
　前述の実施形態で記載された、ダウンリンク制御信号を伝送する方法では、ダウンリン
ク制御信号は、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルに置かれ、更には、端末デバイスとアラ
イメントされたダウンリンク・ビームを使用することによって基地局によって送られる。
従って、基地局は、端末デバイスにダウンリンク制御信号のリソースを知らせるためにシ
グナリングを別に送る必要がなく、それによって、シグナリング・オーバヘッドを低減し
ながらブラインド検出を簡単化する。
【００７５】
　次の実施形態は、ネットワーク・アクセス・プロセスを参照して、高周波通信システム
においてダウンリンク同期信号を送る方法について詳細に記載する。図３を参照すると、
方法は、次のステップを含む。
【００７６】
　２０１．端末デバイスは基地局にアクセスし、基地局とのビーム走査及びアライメント
並びにダウンリンク同期を完了する。このプロセス中に、基地局は、同期信号を運ぶＯＦ
ＤＭシンボルを送るよう各ビーム方向をトラバースする。同期信号を検出した後、端末デ
バイスは、同期信号が属するビームのビームＩＤを基地局に報告し、ビーム・アライメン
ト及びダウンリンク同期は、基地局と端末デバイスとの間で完了される。
【００７７】
　例えば、端末デバイスと基地局との間の同期プロセス中に、基地局は、同期信号を運ぶ
無線フレームを送る。無線フレームのフレーム構造は上述されており、詳細はここで再び
は記載されない。無線フレームにおいて同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルは、異なる方向
にあるビームを使用することによって送られるので、同期信号を運ぶ全てのＯＦＤＭシン
ボルにおいて、基地局の各送信ビームは、異なる位置にある端末デバイスが同期信号を受
信し得るように、トラバースされてよい。１つの端末デバイスが一例として使用される。
同期信号を検出する場合に、端末デバイスは、同期信号が属するダウンリンク・ビームを
決定し、そのダウンリンク・ビームのビームＩＤを基地局に報告してよい。この場合に、
基地局及び端末デバイスは、ビーム走査及びアライメントを完了する。
【００７８】
　図１に示される無線フレームが使用される場合に、同期信号は、サブフレーム０及びサ
ブフレーム２５のＯＦＤＭシンボル（OFDM　symbol）によって運ばれ、それらのいくつか
のＲＥを占有する。各ＯＦＤＭシンボルは、１つ以上の異なるビームを使用することによ
って送信されてよく、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルにおいて、基地局の異なる方向に
おける送信ビームは、異なる位置にある端末デバイスが同期信号を受信し得ることを確か
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にするよう、トラバースされてよい。同期信号を検出する場合に、特定の端末デバイスは
、同期信号が属するビームのビームＩＤを基地局に報告し、従って、基地局は、各端末デ
バイスに対応するビームＩＤを知ることができる。
【００７９】
　２０２．任意に、基地局は、端末デバイスによって報告されたビームＩＤに基づき、対
応するビームにおいてシステム情報を端末デバイスへ送る。このとき、システム情報は、
物理ブロードキャスト・チャネル（physical　broadcast　channel，ＰＢＣＨ）を通じて
送られてよい。
【００８０】
　ダウンリンク制御信号のそれと同様の処理方法がシステム情報のためにも使用されてよ
く、システム情報は、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルに置かれ、そして、端末デバイス
とアライメントされたダウンリンク・ビームを使用することによって送られてよい。具体
的に言うと、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルにおけるいくつかのＲＥリソースが、シス
テム情報を送信するために、ＰＢＣＨとして設定される。
【００８１】
　２０３．端末デバイスは、同期信号が検出されるアップリンク・ビームを使用すること
によって、ランダム・アクセス・プリアンブルを基地局へ送る。このとき、ランダム・ア
クセス・プリアンブルは、ＰＲＡＣＨ（physical　random　access　channel，物理ラン
ダム・アクセス・チャネル）を通じて送られてよい。
 
【００８２】
　２０４．基地局は、端末デバイスによって報告されたビームＩＤに対応するビームを使
用することによって、ランダム・アクセス・レスポンス（random　access　response，Ｒ
ＡＲ）を端末デバイスへ送る。このとき、ＲＡＲは、基地局によって送られ同期信号を運
ぶＯＦＤＭシンボルによって運ばれる。換言すれば、基地局は、同期信号を運ぶＯＦＤＭ
シンボルを、端末デバイスとアライメントされたダウンリンク・ビームを使用することに
よって端末デバイスへ送る。このとき、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルは、ＲＡＲを更
に運ぶ。ＲＡＲは、ＰＤＣＣＨリソースを占有する。従って、同期信号を運ぶＯＦＤＭシ
ンボルにおいて、同期信号を運ぶＲＥ以外のいくつかのＲＥが、ＲＡＲを置くために、Ｐ
ＤＣＣＨリソースとして常に使用される。
【００８３】
　例えば、図１に示されるフレーム構造が使用される場合に、ステップ２０１で、基地局
及び端末デバイスがビーム走査及びアライメントを実行するとき、端末デバイスは、特定
のビームを使用することによって送られたサブフレーム０内の１３番目のＯＦＤＭシンボ
ルにおいて同期信号を検出し、そして、端末デバイスは、基地局によって送られたサブフ
レーム０内の１３番目のＯＦＤＭシンボルによって使用されているビームと同期し、端末
デバイスは、そのビームのビームＩＤを基地局に報告し、そして、基地局は、端末デバイ
スに対応するビームを知り、すなわち、端末デバイスのビームをアライメントする。端末
デバイスによって送られたプリアンブルを受信した後、基地局は、端末デバイスのランダ
ム・アクセス・レスポンスＲＡＲを、端末デバイスとアライメントされたビームによって
運ばれる無線フレームのサブフレーム０内の１３番目のＯＦＤＭシンボルに加える。端末
デバイスは、ＲＡＲを得るよう、１３番目のＯＦＤＭシンボル内の対応する位置でＰＤＣ
ＣＨリソースを検出する。この場合に、１３番目のＯＦＤＭシンボルにおけるいくつかの
ＲＥは、ＲＡＲを運ぶためにＰＤＣＣＨリソースとして使用される。ＯＦＤＭシンボルに
おいてＲＡＲを運ぶために特に使用されるＲＥの位置は、前もってセットされてよい。
【００８４】
　このようにして、端末デバイスは、ＰＤＣＣＨが探索されるべきであるＯＦＤＭシンボ
ルを知り、そして、基地局は、ＰＤＣＣＨに対応するリソースを端末デバイスに知らせる
ためにシグナリングを別に送る必要がない。
【００８５】
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　前述の実施形態では、ＲＡＲが、説明のために、ダウンリンク制御信号の例として使用
されている。加えて、ダウンリンク制御信号は、ＲＡＲに制限されず、他のタイプであっ
てもよい。例えば、他の実施形態では、ダウンリンク制御信号は、ページング・オケージ
ョンＰＯ（Paging　Occasion）のような、端末デバイスのためのページング情報であって
よく、ＰＯは、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルに置かれる。具体的に言うと、同期信号
を運ぶＯＦＤＭシンボルにおけるいくつかのＲＥは、ＰＤＣＣＨリソース又はＰＤＳＣＨ
リソースとして常に使用され、ＰＤＣＣＨ又はＰＤＳＣＨリソースにおけるいくつかのＲ
Ｅは、ＰＯを運ぶために常に使用される。無線フレームは周期として使用される。ＰＯは
、同期信号を運ぶ夫々のＯＦＤＭシンボルによって運ばれてよく、あるいは、ＰＯは、同
期信号を運ぶいくつかのＯＦＤＭシンボルによって運ばれてもよい。例えば、１つ以上の
無線フレームが周期として使用され、ＰＯは、１つ以上の無線フレームのインターバルで
、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルにおいて運ばれる。
【００８６】
　ＰＯを運ぶＯＦＤＭシンボル（同期信号も運ぶ。）は、１つ以上のビームを使用するこ
とによって送信されてよく、複数のＯＦＤＭシンボルにおいて、基地局の各送信ビームは
トラバースされてよい。ダウンリンク・ビームをトラバースする場合に、一度に、同期信
号を運ぶＯＦＤＭシンボルにおいて、ＰＯを運ぶことは、ＰＯトラバース・プロセスと呼
ばれ、ＰＯトラバース・プロセスの周期は、同期信号のビーム・トラバース周期の整数倍
であってよい。換言すれば、ＰＯトラバース・プロセスは、同期信号のビーム・トラバー
ス・プロセスの整数倍のインターバルで一度実行される。ＰＯは、同期信号のいくつかの
ビーム・トラバース周期においてしか、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルによって運ばれ
ない。図２に示されるように、１０ｍｓ無線フレームにおいて全部で５０個のサブフレー
ムがある。サブフレーム０及びサブフレーム２５は同期サブフレームであり、各サブフレ
ームは１４個のＯＦＤＭシンボルを含み、２つのサブフレームは全部で２８個のＯＦＤＭ
シンボルを含む。各ＯＦＤＭシンボルは、複数のビームを使用することによって送信され
てよく、２８個のＯＦＤＭシンボルに対応するビームにおいて、基地局の全ての送信ビー
ムはトラバースされる。換言すれば、同期信号のビーム・トラバース周期は、１つの無線
フレームの長さである。同期信号のビーム・トラバース周期の２倍の周期がＰＯトラバー
ス・プロセスの周期として使用される場合には、ＰＯは、フレーム１内のサブフレーム０
及びサブフレーム２５における各ＯＦＤＭシンボルによって運ばれてよく、ＰＯは、フレ
ーム２内のサブフレーム０及びサブフレーム２５によっては運ばれない。ＰＯは、フレー
ム３内のサブフレーム０及びサブフレーム２５における各ＯＦＤＭシンボルにおいて再び
運ばれる。換言すれば、ＰＯは、１フレームのインターバルで運ばれ、ＰＯは、同期信号
を運ぶＯＦＤＭシンボルにおいてしか運ばれない。確かに、ＰＯは、２つ以上のフレーム
のインターバルで運ばれてもよい。これはシステム・リソースを節約し得る。
【００８７】
　ＰＯは、ダウンリンク制御信号を伝送する方法について記載するために、次の実施形態
において、ダウンリンク制御信号の例として使用される。
【００８８】
　最初に、基地局が端末デバイスとのダウンリンク同期を実行した後、端末デバイスは、
ダウンリンク同期で使用されたダウンリンク・ビームのビームＩＤを基地局に報告する。
このプロセスは、ステップ２０１で記載されたプロセスと同様であり、詳細は再びは記載
されない。端末デバイスが、例えば、端末デバイスの移動又は環境効果により、通信プロ
セス中に他のダウンリンク・ビームへハンド・オーバされる場合に、端末デバイスとアラ
イメントされたダウンリンク・ビームの、基地局において保持されているＩＤも然るべく
変更される必要があり、ビーム走査及びアライメントは再び実行されてよい。要約すれば
、基地局は、基地局にキャンプ・オンするいずれかの端末デバイスに対応するダウンリン
ク・ビームのビームＩＤを保持する。
【００８９】
　第２に、基地局が特定の端末デバイスにページングする必要がある場合に、基地局は、
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端末デバイスのページング情報を、端末デバイスとアライメントされたダウンリンク・ビ
ームを使用することによって送られ同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルに加える。具体的に
言うと、端末デバイスとアライメントされたダウンリンク・ビームを使用することによっ
て送られるＯＦＤＭシンボルは、同期信号を運ぶだけでなく、ＰＯのような、端末デバイ
スのためのページング情報も運び、端末デバイスのためのＰＯは、端末デバイスとアライ
メントされたビーム上でのみ送信される。前述の実施形態での、ＲＡＲを運ぶ方法と同様
に、ＯＦＤＭシンボルにおいて同期信号を運ぶＲＥリソース以外のいくつかのＲＥリソー
スが、ＰＤＣＣＨとして使用される。いくつかのＲＥはＲＡＲを運ぶために使用され、い
くつかのＲＥはＰＯを運ぶために使用される。ＲＡＲ及びＰＯによって占有される固定さ
れたＲＥの位置は、ＯＦＤＭシンボルにおいて前もってセットされてよい。確かに、ＰＯ
はＰＤＳＣＨリソースを占有してもよい。
【００９０】
　ＰＯは、端末デバイスのためのページング・メッセージのリソース情報及びページング
無線ネットワーク一時識別子Ｐ－ＲＮＴＩ（paging　radio　network　temporary　ident
ifier）を含んでよい。例えば、ＬＴＥにおける慣例と同様に、ＰＯは、端末デバイスに
対応するＰ－ＲＮＴＩを含み、かつ、端末デバイスのためのページング・メッセージのリ
ソース情報を運んでよい。このようにして、端末デバイスは、対応するダウンリンク・ビ
ームにおいて、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボル内のＰＯで端末デバイスのＰ－ＲＮＴＩ
を検出し、更には、ＰＯで、端末デバイスに対応するリソース情報を検出し、そして、対
応するリソース（例えば、ＰＤＳＣＨリソース）上で、リソース情報に基づく端末デバイ
スのためのページング・メッセージを受信する。
【００９１】
　ＰＯは、フレーム構造内の前もってセットされた固定位置に置かれ、端末デバイスの対
応するＰＯは、端末デバイスに対応するダウンリンク・ビームに含まれており同期信号を
運ぶＯＦＤＭシンボルに置かれる。端末デバイスがアイドル・モード又は接続モードにあ
るかどうかに関わらず、端末デバイスは、ＰＯが検出されるべきである同期信号を運ぶＯ
ＦＤＭシンボルを知る。これは、ＰＯ検出空間を低減し、それを、リンクが高周波通信に
おいて中断されるか又は品質が悪い端末デバイスにページングする基地局にとって非常に
都合がよいものにする。
【００９２】
　他の実施形態では、端末デバイスに対応し同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルは、物理ダ
ウンリンク制御チャネルのフォーマットを示すために使用される制御フォーマット指示情
報を更に運んでもよい。具体的に、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルにおけるいくつかの
ＲＥは、ＰＣＦＩＣＨ（physical　control　format　indicator　channel）リソースと
して使用される。換言すれば、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルにおけるいくつかのＲＥ
は、制御フォーマット指示情報を運ぶために、ＰＣＦＩＣＨリソースとして常に使用され
る。
【００９３】
　異なるビーム方向における端末デバイスは異なるトラフィック容量要件を有しているの
で、基地局によって端末デバイスに割り当てられるＰＤＣＣＨリソースの量も異なるビー
ム方向において異なってよく、動的に調整されてよい。ＰＣＦＩＣＨは、夫々のビーム方
向におけるＰＤＣＣＨリソース割り当てを示すために使用されてよい。ＰＣＦＩＣＨは、
無線フレームにおいて同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルに置かれ、同期信号を運ぶＯＦＤ
Ｍシンボルに置かれたＰＣＦＩＣＨは、同期信号に対応するビーム方向におけるＰＤＣＣ
Ｈリソース・フォーマット情報、すなわち、ＰＣＦＩＣＨに対応するビーム方向における
ＰＤＣＣＨリソース分配を含む。例えば、ビーム１を使用することによって送られるＰＣ
ＦＩＣＨ（ＰＤＣＣＨリソースのフォーマット指示情報を運ぶ。）は、ビーム１について
のＰＤＣＣＨリソース割り当てを示す。具体的に、ＰＤＣＣＨリソースのフォーマット指
示情報は、そのビーム方向におけるＰＤＣＣＨリソースの位置、占有されるＯＦＤＭシン
ボルの量、などを含んでよい。そのビーム方向に対応する端末デバイスは、同期信号にお
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いてＰＣＦＩＣＨを検出し、ＰＣＦＩＣＨの指示に従って、対応するＰＤＣＣＨリソース
において端末デバイスのＰＤＣＣＨを検出し、それによってＰＤＣＣＨ検出空間を低減す
る。
【００９４】
　ＰＣＦＩＣＨは、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルに置かれ、同期信号を運ぶＯＦＤＭ
シンボルに置かれたＰＣＦＩＣＨは、同期信号に対応するビーム方向におけるＰＤＣＣＨ
リソース・フォーマット情報を示すために使用される。換言すれば、同期信号及びＰＣＦ
ＩＣＨを運ぶＯＦＤＭシンボルは、様々な方向におけるビームを使用することによって送
られる。特定のビーム方向において送られるＰＣＦＩＣＨは、そのビーム方向におけるＰ
ＤＣＣＨリソース・フォーマット情報、例えば、そのビーム方向におけるＰＤＣＣＨリソ
ース位置又は占有されるＯＦＤＭシンボルの量を示す。そのビーム方向に対応する端末デ
バイスは、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルにおいてＰＣＦＩＣＨを検出し、ＰＣＦＩＣ
Ｈの制御フォーマット指示に従って、対応するＰＤＣＣＨリソースにおいて端末デバイス
のＰＤＣＣＨを検出し、それによってＰＤＣＣＨ検出空間を低減する。
【００９５】
　ＰＤＣＣＨリソース・フォーマット情報は、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルの１ビー
ム・トラバース周期において、そのビーム方向におけるＰＤＣＣＨリソース割り当てを示
してよい。例えば、図１に示されるフレーム構造では、１０ｍｓ無線フレームにおいて５
０個のサブフレームがある。サブフレーム０及びサブフレーム２５は同期サブフレームで
ある。各サブフレームは１４個のＯＦＤＭシンボルを含み、各ＯＦＤＭシンボルは、複数
のビームを使用することによって送信されてよい。２８個のＯＦＤＭシンボルにおいて、
基地局の全ての送信ビームはトラバースされる。換言すれば、同期ビーム・トラバース周
期は１無線フレームである。同期信号を運ぶ夫々のＯＦＤＭシンボルにおける、例えば、
サブフレーム０内のいずれかのＯＦＤＭシンボルにおける、いくつかのＲＥは、ＰＣＦＩ
ＣＨを送信するために固定される。シンボルは、複数のビームを使用することによって送
信されてよく、ＯＦＤＭシンボルの各ビーム方向において送られるＣＦＩは、同期信号を
運ぶＯＦＤＭシンボルの１ビーム・トラバース周期において、そのビーム方向におけるＰ
ＤＣＣＨリソース割り当て情報を示す。ＰＤＣＣＨリソース割り当て情報は、具体的に、
無線フレームにおいてサブフレーム０又はサブフレーム２５に含まれない、そのビーム方
向において送信されるＰＤＣＣＨリソースの割り当て情報を含む。ＰＤＣＣＨリソース割
り当て情報は、ＰＤＣＣＨが位置するサブフレームの番号、サブフレーム内の占有される
ＯＦＤＭシンボルのシーケンス番号、などを含んでよい。
【００９６】
　ＬＴＥでは、ＰＣＦＩＣＨは、サブフレームの最初のＯＦＤＭシンボルに置かれ、ＣＦ
Ｉ（Control　Format　Indicator）を運び、そして、サブフレームにおいてＰＤＣＣＨに
よって占有されるシンボルの量を示すために使用される。高周波通信システムでは、異な
るビーム方向における端末デバイスは異なるトラフィック容量要件を有しているので、基
地局によって端末デバイスに割り当てられるＰＤＣＣＨリソースの量も異なるビーム方向
において異なってよく、動的に調整されてよい。この場合に、各ビーム方向におけるＰＤ
ＣＣＨ割り当てを示す機能が、ＰＣＦＩＣＨに加えられてもよい。
【００９７】
　ＣＦＩは、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルに置かれ、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボ
ルに置かれたＣＦＩは、同期信号に対応するビーム方向におけるＰＤＣＣＨリソース・フ
ォーマット情報を示すために使用される。ＰＤＣＣＨリソース・フォーマット情報は、同
期信号などを運ぶＯＦＤＭシンボルの１ビーム・トラバース周期において、そのビーム方
向におけるＰＤＣＣＨリソース割り当てを含んでよい。各ビーム方向において同期信号を
運ぶＯＦＤＭシンボルによって運ばれるＣＦＩは、そのビーム方向におけるＰＤＣＣＨリ
ソース割り当て情報を示すために使用されるとともに、そのビーム方向におけるＰＤＣＣ
Ｈが位置するＯＦＤＭシンボルを示すために使用される。換言すれば、同期信号の１ビー
ム・トラバース周期において、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルとは異なる他のＯＦＤＭ
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シンボルにおけるＰＤＣＣＨのリソース割り当て情報は、ＰＤＣＣＨが具体的に位置する
ＯＦＤＭシンボルを示す。
【００９８】
　ＣＦＩは、ＰＣＦＩＣＨリソースを占有し、すなわち、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボ
ルにおけるいくつかのＲＥが、ＰＣＦＩＣＨとして使用される。
【００９９】
　前述の実施形態では、ＲＡＲ、ＰＯ、及びＣＦＩが、ダウンリンク制御信号を伝送する
方法について記載するために、ダウンリンク制御信号の例として使用されている。しかし
、ダウンリンク制御信号のタイプは、前述の３つのタイプに制限されない。方法は、他の
タイプのダウンリンク制御信号にも適用されてよい。
【０１００】
　ダウンリンク制御信号を伝送するための前述の方法はまた、ＰＤＣＣＨ又はＰＣＦＩＣ
Ｈの伝送にも適用されてよい。
【０１０１】
　前述の方法の実施形態に基づき、対応する装置の実施形態が、次のとおりに更に提供さ
れる。
【０１０２】
　図５を参照すると、基地局であって、
　１つ以上の無線フレームを生成するよう構成される生成モジュール５０１と、
　１つ以上の無線フレームを送信するよう構成される送信モジュール５０２とを含む
基地局が提供される。このとき、１つ以上の無線フレームは、同期信号を運ぶ複数のＯＦ
ＤＭシンボルを含み、同期信号を運ぶ各ＯＦＤＭシンボルは、基地局の１つ以上のダウン
リンク・ビームを使用することによって送られ、同期信号を運ぶ複数のＯＦＤＭシンボル
のダウンリンク・ビームにおいて、基地局の各送信ビームはトラバースされ、同期信号を
運ぶＯＦＤＭシンボルは、ダウンリンク制御信号を更に運ぶ。
【０１０３】
　図６を参照すると、端末デバイスであって、
　端末デバイスとアライメントされたダウンリンク・ビームを使用することによって基地
局によって送られ同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルを受信するよう構成される受信モジュ
ール６０１であり、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルはダウンリンク制御信号を更に運ぶ
、受信モジュール６０１と、
　同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルの特定のリソース要素位置においてダウンリンク制御
信号を検出するよう構成される検出モジュール６０２とを含む
端末デバイスが提供される。
【０１０４】
　前述の装置の実施形態では、対応する機能モジュールは、方法の実施形態における対応
するステップを実行するよう構成されている。詳細なステップについては、対応する方法
を参照されたい。記載はここで再びは与えられない。
【０１０５】
　他の形態をとる装置の実施形態では、受信モジュールは、受信器によって実施されてよ
く、送信モジュールは、送信器によって実施されてよく、生成モジュール及び検出モジュ
ールのような他の対応する機能モジュールは、プロセッサによって実施されてよい。詳細
については、図９を参照されたい。詳細はここで再びは記載されない。
【０１０６】
　同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルにおける利用可能なリソースは限られており、全ての
タイプのダウンリンク制御信号を運ぶには十分でない。他の実施形態では、スケジューリ
ング様式が使用されてよい。特定の端末デバイスが専用のＰＤＣＣＨを使用する必要があ
る場合に、端末デバイスは要件を基地局に報告し、基地局はＰＤＣＣＨリソースを端末デ
バイスに割り当てる。加えて、ＰＤＣＣＨリソースは、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボル
に置かれ、ＯＦＤＭシンボルは、端末デバイスとアライメントされたダウンリンク・ビー
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ムを使用することによって端末デバイスへ送られる。方法は次のとおりである。
【０１０７】
　ＰＤＣＣＨリソースを伝送する方法であって、
　基地局によって、端末デバイスによって送られたＰＤＣＣＨリソース要求メッセージを
受けることと、
　基地局によって、端末デバイスに割り当てられているＰＤＣＣＨリソースを、端末デバ
イスとアライメントされたダウンリンク・ビームを使用することによって端末デバイスへ
送ることとを含み、このとき、ＰＤＣＣＨリソースは、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボル
に位置する、
方法が提供される。
【０１０８】
　ＰＤＣＣＨリソースを伝送する方法であって、
　端末デバイスによって、ＰＤＣＣＨリソース要求メッセージを基地局へ送ることと、
　端末デバイスによって、端末デバイスとアライメントされたダウンリンク・ビームを使
用することによって基地局によって送られるＰＤＣＣＨリソースを受けることとを含み、
このとき、ＰＤＣＣＨリソースは、基地局によって割り当てられ、同期信号を運ぶＯＦＤ
Ｍシンボルに位置する、
方法が提供される。
【０１０９】
　前述の方法では、ＰＤＣＣＨリソースは、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルにおいて固
定され、ＰＤＣＣＨリソースは、端末デバイスによってスケジューリング及び使用される
べきである。方法を前提として、ビーム走査が基地局と端末デバイスとの間で完了され、
端末デバイスとアライメントされたダウンリンク・ビームが決定される。ビーム走査及び
アライメントは、前述の実施形態において記載されており、記載はここで再びは与えられ
ない。
【０１１０】
　図４を参照すると、方法は具体的に、次のステップを含む。
【０１１１】
　３０１．端末デバイスは、ＰＤＣＣＨリソースを要求するよう基地局ＢＳに対して要求
メッセージを送る。
【０１１２】
　端末デバイスは、ＲＡＲ又はＰＯのようなダウンリンク制御信号を送信するようにＢＳ
に専用のＰＤＣＣＨリソースを要求するか、あるいは、アップリンク・グラント又はリソ
ース割り当て指示のような特定のダウンリンク制御信号を送信するように専用のＰＤＣＣ
Ｈリソースを要求してもよい。要求メッセージは、端末デバイスＩＤ及び要求理由（例え
ば、端末デバイスのサービス種別は、送信レイテンシーに対して低い要件を有しているか
、端末デバイスは、ゆっくりと移動するユーザであるか、あるいは、端末デバイスは、電
力節約のために低い電力消費を求める。）のような情報を運んでよい。端末デバイスによ
ってＰＤＣＣＨリソースを要求するシグナリングは、ランダム・アクセス・プロシージャ
において端末デバイスによって送られるメッセージによって運ばれ、例えば、ランダム・
アクセス・プロセスにおいてメッセージ３によって運ばれてよく、あるいは、ＲＲＣシグ
ナリングのような、より高いレイヤ・シグナリングを使用することによって運ばれてもよ
い。代替的に、専用のシグナリングが使用されてもよい。
【０１１３】
　３０２．基地局は、ＰＤＣＣＨリソースを端末デバイスに割り当てる。このとき、ＰＤ
ＣＣＨリソースは、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルに位置し、ＯＦＤＭシンボルは、端
末デバイスとアライメントされたダウンリンク・ビームを使用することによって送られる
。
【０１１４】
　前述の実施形態では、ステップ３０１は任意である。他の実施形態では、ＢＳは、端末
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デバイスの特性又はサービス種別に基づき端末デバイスに対して専用のＰＤＣＣＨリソー
ス（又は特定のダウンリンク制御信号のために使用される専用のＰＤＣＣＨリソース）を
割り当ててよく、端末デバイスは、要求メッセージをＢＳに送る必要がない。ＰＤＣＣＨ
リソースは、端末デバイスのダウンリンク・ビーム方向において同期信号を運ぶＯＦＤＭ
シンボルに位置し、端末デバイスに通知される（例えば、ＰＤＣＣＨリソースは、ＲＲＣ
シグナリングのような、より高いレイヤ・シグナリングを使用することによって運ばれて
もよく、あるいは、ブロードキャスト・チャネルを通じて送信されてもよい。）。方法に
おいて、ＰＤＣＣＨリソースは、シグナリング・オーバヘッドを減らしかつブラインド検
出を簡単化し、更には端末デバイスの電力消費を削減するよう、特に割り当てられる必要
はない。
【０１１５】
　ステップで使用されるフレーム構造は、前述の実施形態におけるそれと同様であり、詳
細は再びは記載されない。
【０１１６】
　ＢＳは、端末デバイスへ送られる物理ダウンリンク制御信号を、割り当てられた専用の
ＰＤＣＣＨリソースに加え、そして、端末デバイスとアライメントされたダウンリンク・
ビームを使用することによって物理ダウンリンク制御信号を送る。具体的に言うと、物理
ダウンリンク制御信号は、端末デバイスのダウンリンク・ビーム方向において同期信号を
運ぶＯＦＤＭシンボルに含まれ、固定のＲＥリソースを占有する。端末デバイスは、対応
するダウンリンク制御信号が探されるべき対応する位置をどのＯＦＤＭシンボルが有して
いるかを知り、それにより、ブラインド検出は、先行技術において見られるように、夫々
のＰＤＣＣＨリソース・ブロックで実行される必要がない。従って、解決法は、ブライン
ド検出を簡単化し、かつ、端末デバイスの電力消費を削減する。
【０１１７】
　前述の方法の実施形態に基づき、対応する装置の実施形態が更に、次のように提供され
る。
【０１１８】
　図７を参照すると、基地局であって、
　端末デバイスによって送られたＰＤＣＣＨリソース要求メッセージを受けるよう構成さ
れる受信モジュール７０１と、
　端末デバイスに割り当てられているＰＤＣＣＨリソースを、端末デバイスとアライメン
トされたダウンリンク・ビームを使用することによって端末デバイスへ送るよう構成され
る割り当てモジュール７０２とを含み、ＰＤＣＣＨリソースは、同期信号を運ぶＯＦＤＭ
シンボルに位置する、
基地局が提供される。
【０１１９】
　図８を参照すると、端末デバイスであって、
　ＰＤＣＣＨリソース要求メッセージを基地局へ送るよう構成される送信モジュール８０
１と、
　端末デバイスとアライメントされたダウンリンク・ビームを使用することによって基地
局によって送られるＰＤＣＣＨリソースを受けるよう構成される受信モジュール８０２と
を含み、ＰＤＣＣＨリソースは、基地局によって割り当てられ、同期信号を運ぶＯＦＤＭ
シンボルに位置する、
端末デバイスが提供される。
【０１２０】
　前述の装置の実施形態では、対応する機能モジュールは、方法の実施形態における対応
するステップを実行するよう構成されている。詳細なステップについては、対応する方法
を参照されたい。他の対応するステップも、対応するモジュールによって実施されてよく
、記載はここで再びは与えられない。
【０１２１】
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　他の形態をとる装置の実施形態では、受信モジュールは、受信器によって実施されてよ
く、送信モジュールは、送信器によって実施されてよく、割り当てモジュールのような他
の対応する機能モジュールは、プロセッサによって実施されてよい。詳細については、図
９を参照されたい。詳細はここで再びは記載されない。
【０１２２】
　前述の実施形態では、基地局は、送受信点（ＴＲＰ，transmission　reception　point
）と呼ばれることがある。
 
【０１２３】
　任意に、図９のデバイス内の構成要素は、バス・システムを使用することによって連結
される。データ・バスに加えて、バス・システムは、電力バス、制御バス、及びステータ
ス信号バスを更に含む。
【０１２４】
　前述の実施形態では、ダウンリンク制御チャネル（又はダウンリンク制御信号）及び同
期信号は両方とも、周波数分割様式で配置される。具体的に言うと、ダウンリンク制御チ
ャネル（又はダウンリンク制御信号）及び同期信号は両方とも、同じＯＦＤＭシンボルに
置かれ、異なるＲＥを占有し、周波数が異なっている。代替的に、ダウンリンク制御チャ
ネル（又はダウンリンク制御信号）及び同期信号は、時分割様式で配置されてよく、例え
ば、異なるＯＦＤＭシンボルに置かれ、時間において隣接してよい。加えて、ダウンリン
ク制御チャネル（又はダウンリンク制御信号）を運ぶＯＦＤＭシンボル、及び同期信号を
運ぶＯＦＤＭシンボルは、ブロックを形成し、同じビームを使用することによるが異なる
時点において送信される。
【０１２５】
　実施形態は、
　基地局によって１つ以上の無線フレームを生成することと、
　基地局によって１つ以上の無線フレームを送ることとを含み、１つ以上の無線フレーム
は複数のブロックを含み、各ブロックは同期信号及びダウンリンク制御信号を運び、同期
信号及びダウンリンク制御信号は時分割様式で配置され、各ブロックは、基地局の１つ以
上のダウンリンク・ビームを使用することによって送られ、少なくとも２つのブロックは
、異なるビームを使用することによって送られ、複数のブロックは、時間において連続的
である少なくとも２つのブロックを含む、
　ダウンリンク制御信号を伝送する方法を開示する。
【０１２６】
　他の態様に従って、ダウンリンク制御信号を伝送する方法であって、
　端末デバイスとアライメントされたダウンリンク・ビームを使用することによって基地
局によって送られ同期信号及びダウンリンク制御信号を運ぶブロックを端末デバイスによ
って受け、同期信号及びダウンリンク制御信号は時分割様式で配置される、ことと、
　端末デバイスによって、ブロックの特定のリソース要素位置においてダウンリンク制御
信号を検出することとを含む
　方法が開示される。
【０１２７】
　上記は、２つの側面：基地局及び端末デバイスから記載を与える。
【０１２８】
　少なくとも２つのブロックが異なるビームを使用することによって送られることは、次
の方法で実施される：少なくとも２つのブロックは、異なるビーム番号を運ぶか、あるい
は、少なくとも２つのブロックは、ビーム番号を示すために使用される異なるリファレン
ス信号シーケンスを運ぶか、あるいは、少なくとも２つのブロックは、ビーム番号を示す
ために使用される異なるリファレンス信号リソース番号を運ぶ。
【０１２９】
　同期信号は、ＰＳＳ及び／又はＳＳＳを含み、各ブロックは、１つのＰＳＳ及び／又は
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１つのＳＳＳを含む。
【０１３０】
　ダウンリンク制御信号は、ＰＤＣＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、又はＰＤＳＣＨによって運ばれ
、例えば、同期信号及びＰＤＣＣＨ（又はＰＣＦＩＣＨ若しくはＰＤＳＣＨ）リソースは
、異なる時間を占有し、隣接して配置されてよい。
【０１３１】
　前述の方法に基づき、本発明の実施形態は、他のタイプのフレーム構造を更に開示する
。１つ以上の無線フレームは、複数のブロックを含み、複数のブロックは、時間において
連続的又は非連続的であってよく、時間において連続的である少なくとも２つのブロック
を含んでよい。例えば、各ブロックは、同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルと、ダウンリン
ク制御チャネル（又はダウンリンク制御信号）を運ぶＯＦＤＭシンボルとを含み、各ブロ
ックは、基地局の１つ以上のダウンリンク・ビームを使用することによって送られ、少な
くとも２つのブロックは、異なるビームを使用することによって送られる。
【０１３２】
　更に、複数のブロックのダウンリンク・ビームにおいて、基地局の各送信ビームはトラ
バースされてよい。ダウンリンク制御チャネル（又はダウンリンク制御信号）を運ぶＯＦ
ＤＭシンボル、及び同期信号を運ぶＯＦＤＭシンボルは、ブロックを形成し、同じブロッ
ク内の全てのＯＦＤＭシンボルは、同じビームを使用することによって送られる。ダウン
リンク制御チャネル（又はダウンリンク制御信号）を運ぶＯＦＤＭシンボル、及び同期信
号を運ぶＯＦＤＭシンボルは、異なるＯＦＤＭシンボルである。
 
【０１３３】
　前述の無線フレームは、複数のサブフレームを含んでよく、複数のブロックは、１つ以
上のサブフレームに含まれてよい。
【０１３４】
　更に、各ブロックは、同期信号のユニット、例えば、１つのＰＳＳ及び／又は１つのＳ
ＳＳを含んでよく、各ブロックは、１つのダウンリンク制御チャネル又はダウンリンク制
御信号しか運ばない。
 
【０１３５】
　図１０を参照すると、同期信号はＰＳＳ及び／又はＳＳＳを含んでよく、更にＥＳＳを
含んでもよい。同期信号（ＰＳＳ又はＳＳＳ）及びダウンリンク制御チャネル（又はダウ
ンリンク制御信号）は、（ａ）に示されるように、時分割様式で配置されてよい。更に、
ＰＢＣＨ及び同期信号は、（ｂ）に示されるように、周波数分割様式で配置されてもよい
。同期信号及びダウンリンク制御チャネル（又はダウンリンク制御信号）は、時分割様式
で配置されてよいが、（ｃ）に示されるように、ＰＳＳ及びＳＳＳは周波数分割様式で配
置される。同期信号とともに周波数分割様式で配置されるＰＢＣＨは、（ｄ）に示される
ように、（ｃ）に基づき加えられてもよい。同期信号（ＰＳＳ又はＳＳＳ）、ＰＢＣＨ、
及びダウンリンク制御チャネル（又はダウンリンク制御信号）は、（ｅ）に示されるよう
に、時分割様式で配置されてもよい。
 
【０１３６】
　ダウンリンク制御チャネルは、ＰＤＣＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、又はＰＤＳＣＨであってよ
い。
【０１３７】
　ダウンリンク制御チャネルは、ＲＡＲ、ＰＯ、又はＣＦＩのようなダウンリンク制御信
号を運ぶために使用される。例えば、ページング情報がＰＤＳＣＨに置かれ、次いで、Ｐ
ＤＳＣＨ及び同期信号は周波数分割又は時分割様式で配置される。
 
【０１３８】
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　前述の周波数分割実施形態における解決法は全て、時分割様式でダウンリンク信号を伝
送する方法に適用されてよい。フレーム構造のみが変更され、他のステップ又は特徴はそ
れと同様である。詳細はここで再びは記載されない。図１乃至図４及び対応する実施形態
の記載を参照されたい。
【０１３９】
　リソースがスケジューリング様式において割り当てられる、図４に示される実施形態は
、代替的に、時分割様式で実施されてもよい。
【０１４０】
　基地局の前述の対応する方法に対応して、本発明の実施形態は更に、ダウンリンク制御
信号を伝送する装置、すなわち、基地局を開示する。図５を参照すると、装置は、
　１つ以上の無線フレームを生成するよう構成される生成モジュールと、
　１つ以上の無線フレームを送るよう構成される送信モジュールとを含み、１つ以上の無
線フレームは複数のブロックを含み、各ブロックは同期信号及びダウンリンク制御信号を
運び、同期信号及びダウンリンク制御信号は時分割様式で配置され、各ブロックは、基地
局の１つ以上のダウンリンク・ビームを使用することによって送られ、少なくとも２つの
ブロックは、異なるビームを使用することによって送られ、複数のブロックは、時間にお
いて連続的である少なくとも２つのブロックを含む。
【０１４１】
　端末デバイスの前述の対応する方法に対応して、本発明の実施形態は更に、端末デバイ
スを開示する。図６を参照すると、端末デバイスは、
　端末デバイスとアライメントされたダウンリンク・ビームを使用することによって基地
局によって送られ同期信号及びダウンリンク制御信号を運ぶブロックを受けるよう構成さ
れる受信モジュールであり、同期信号及びダウンリンク制御信号は時分割様式で配置され
る、受信モジュールと、
　ブロックの特定のリソース要素位置においてダウンリンク制御信号を検出するよう構成
される検出モジュールとを含む。
【０１４２】
　前述の装置の実施形態では、対応する機能モジュールは、方法の実施形態における対応
するステップを実行するよう構成されている。詳細なステップについては、対応する方法
を参照されたい。他の対応するステップも、対応するモジュールによって実施されてよく
、記載はここで再びは与えられない。
【０１４３】
　他の形態をとる装置の実施形態では、受信モジュールは、受信器によって実施されてよ
く、送信モジュールは、送信器によって実施されてよく、生成モジュール及び検出モジュ
ールのような他の対応する機能モジュールは、プロセッサによって実施されてよい。詳細
については、図９を参照されたい。詳細はここで再びは記載されない。
【０１４４】
　本発明の実施形態では、プロセッサは、中央演算処理装置（Central　Processing　Uni
t，略して“ＣＰＵ”）であってよく、あるいは、プロセッサは、他の汎用プロセッサ、
デジタル信号プロセッサ（Digital　Signal　Processor，ＤＳＰ）、特定用途向け集積回
路（Application-Specific　Integrated　Circuit，ＡＳＩＣ）、フィールド・プログラ
マブル・ゲート・アレイ（Field　Programmable　Gate　Array，ＦＰＧＡ）又は他のプロ
グラム可能論理デバイス、ディスクリート・ゲート又はトランジスタ論理デバイス、ディ
スクリート・ハードウェア部品、などであってよいことが理解されるべきである。汎用プ
ロセッサは、マイクロプロセッサであってよく、あるいは、プロセッサは、如何なる従来
のプロセッサなどであってもよい。
 
 
【０１４５】
　メモリは、リード・オンリー・メモリ及びランダム・アクセス・メモリを含み、命令及
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びデータをプロセッサに供給してよい。メモリの一部は、不揮発性ランダム・アクセス・
メモリを更に含んでもよい。例えば、メモリは、デバイス種別情報を更に記憶してもよい
。
【０１４６】
　バス・システムは、データ・バスに加えて、電力バス、制御バス、ステータス信号バス
、などを更に含んでもよい。しかし、明りょうな記載のために、図中の様々なタイプのバ
スは、バス・システムとして表示されている。
【０１４７】
　本明細書中の語「及び／又は」は、関連するオブジェクトを記載するために関連性関係
のみを記載し、３つの関係が存在する可能性があることを表す。例えば、Ａ及び／又はＢ
は、次の３つの場合を表し得る：Ａのみが存在する、Ａ及びＢの両方が存在する、Ｂのみ
が存在する。加えて、本明細書中の文字「／」は、一般に、関連するオブジェクト間の“
論理和”関係を示す。
【０１４８】
　前述のプロセスの順序番号は、本発明の実施形態における実行順序を意味しないことが
理解されるべきである。プロセスの実行順序は、プロセスの機能及び内部ロジックに従っ
て決定されるべきであり、本発明の実施形態の実施プロセスに対する如何なる制限として
も解釈されるべきではない。
【０１４９】
　当業者は、本明細書で開示されている実施形態において記載されている例と組み合わせ
て、ユニット及びアルゴリズム・ステップが電子ハードウェア又はコンピュータ・ソフト
ウェアと電子ハードウェアとの組み合わせによって実施されてもよいと知り得る。機能が
ハードウェア又はソフトウェアによって実行されるかどうかは、技術的解決法の特定の用
途及び設計制約条件に依存する。当業者は、記載されている機能を各特定の用途のために
実施するよう異なる方法を使用してよいが、実施が本発明の適用範囲を超えることは考え
られるべきでない。
【０１５０】
　便宜上及び簡潔な記載のために、前述のシステム、装置、及びユニットの詳細な作動プ
ロセスについては、前述の方法の実施形態における対応するプロセスが参照され得ること
が当業者によって明らかに理解され得、詳細はここで再びは記載されない。
【０１５１】
　本願で与えられているいくつかの実施形態において、開示されているシステム、装置、
及び方法は他の方法で実施されてもよいことが理解されるべきである。例えば、記載され
ている装置の実施形態は一例にすぎない。例えば、ユニット分割は論理機能分割にすぎず
、実際の実施では他の分割であってもよい。例えば、複数のユニット又はコンポーネント
は他のシステムに結合又は一体化されてもよく、あるいは、いくつかの特徴は無視される
か又は実行されなくてもよい。加えて、表示又は議論されている相互の結合又は直接の結
合若しくは通信接続は、何らかのインターフェイスを使用することによって実施されてよ
い。装置又はユニット間の間接的な結合又は通信接続は、電子的な、機械的な、又は他の
形態において実施されてよい。
【０１５２】
　別個のユニットとして記載されているユニットは、物理的に別々であっても又はなくて
もよく、ユニットとして表されている部分は、物理的なユニットであっても又はなくても
よく、一カ所に配置されてよく、あるいは、複数のネットワーク・ユニットに分配されて
もよい。一部又は全てのユニットは、実施形態の解決法の目的を達成するよう、実際の要
件に基づき選択されてよい。
【０１５３】
　その上、本発明の実施形態における機能ユニットは、１つの処理ユニットに一体化され
てよく、あるいは、ユニットの夫々は、物理的に単独で存在してもよく、あるいは、２つ
以上のユニットが１つのユニットに一体化される。
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【０１５４】
　機能がソフトウェア機能ユニットの形で実施され、独立した製品として販売又は使用さ
れる場合に、機能はコンピュータ可読記憶媒体に記憶されてもよい。そのような理解に基
づき、本発明の技術的解決法は本質的に、又は先行技術に寄与する部分、若しくは技術的
解決法のいくつかは、ソフトウェア製品の形で実施されてよい。コンピュータ・ソフトウ
ェア製品は記憶媒体に記憶され、本発明の実施形態で記載される方法のステップの全て又
は一部を実行するようにコンピュータ・デバイス（パーソナル・コンピュータ、サーバ、
又はネットワーク・デバイスであってよい。）に指示するいくつかの命令を含む。前述の
記憶媒体は、ＵＳＢフラッシュ・ドライブ、リムーバブル・ハード・ディスク、リード・
オンリー・メモリ（Read-Only　Memory，ＲＯＭ）、ランダム・アクセス・メモリ（Rando
m　Access　Memory，ＲＡＭ）、磁気ディスク、又は光ディスクのような、プログラム・
コードを記憶することができる如何なる媒体も含む。
【０１５５】
　前述の記載は、本発明の具体的な実施にすぎず、本発明の保護範囲を制限することを意
図しない。本発明で開示されている技術的範囲内で当業者によって容易に考え出される如
何なる変形又は置換も、本発明の保護範囲内にあるべきである。従って、本発明の保護範
囲は、特許請求の範囲の保護範囲に従うべきである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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